
場
版ドイワ

広の報情

４

お
知
ら
せ
平成30年度予算の執行状況を公表します（平成31年３月末現在）

　市の財政運営について市民の皆さんに知っていただくため、「飛騨市財政事情の作成および公表に関する条例」に基づ
き、年に２回、予算の執行状況などを公表しています。
　今回は、平成30年度（平成31年３月31日現在）の予算額に対する歳入・歳出の状況と基金・市債の年度末残高見
込みをお知らせします。なお、一般会計及び特別会計には５月31日まで出納整理期間があるため、今回公表する金額は決
算額とは異なります。

財政課 0577-62-8903

●一般会計の執行状況

収入済額： 収入率： 支出済額： 執行率：

●特別会計の執行状況 ●基金の現在高

特別会計総額

●市債の現在高

●企業会計の執行状況

企業会計総額

市債現在高 市民１人あたり

　収入不足や将来の事業に備えて蓄えているお金です

　学校や道路などを整備するために借りたお金です
（家計における借金）

　営利的性格を有し、民間企業とほぼ同様の会計処理を行う会計です

　保険事業や下水道など特定の事業を行うために設置される会計です

支出済額
国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
下水道事業（５会計）
駐車場事業
情報施設
給食費

25億9,279万円
3億4,726万円
27億874万円
4億7,891万円

546万円
9,544万円
3,359万円

27億4,147万円
3億4,108万円

28億9,733万円
13億6,964万円

667万円
8,430万円
2,997万円

30億1,775万円
3億9,070万円

32億8,773万円
15億9,701万円

890万円
1億587万円

3,680万円

水道事業
国民健康保険病院事業

支出済額会計名

会計名 予算額 収入済額

　市が行う仕事の中心部分となる会計です。皆さんから納めていただいた市税や国から交付される地方交付税を主な収入源とし、福祉施
策やごみ処理、公共施設の整備、小・中学校の運営など様々な行政サービスの提供に使われます

歳 入 181億8,077万円 86.9% 歳 出 72.3%

歳出総額
（ 72.3% ）

総務費
（ 83.7% ）

民生費
（ 76.9% ）

土木費
（ 50.3% ）

教育費
（ 69.8% ）

公債費
（ 96.2% ）

その他
（ 62.4% ）

151億972万円

歳入総額
（ 86.9% ）

市税
（ 96.2% ）
地方交付税

（ 105.3% ）
国庫支出金
（ 66.7% ）

県支出金
（ 57.6% ）

市債
（ 26.8% ）

その他
（ 99.0% ）

209億1,255万円
181億8,077万円

34億4,984万円
33億2,042万円
72億1,435万円
75億9,683万円
19億1,546万円
12億7,781万円
14億8,822万円

8億5,684万円
22億8,299万円

6億1,249万円
45億6,170万円
45億1,638万円

209億1,255万円
151億   972万円

31億6,975万円
26億5,411万円
43億4,839万円
33億4,341万円
27億8,654万円
14億   177万円
16億5,354万円
11億5,431万円
28億6,704万円
27億5,846万円
60億8,730万円
37億9,766万円

8億3,346万円
20億8,153万円

3億5,289万円
16億9,205万円

4億921万円
16億9,386万円

一般会計

特別会計

企業会計

総額

30年度末

29年度末

30年度末

29年度末

30年度末

29年度末

30年度末

29年度末

166億8,393万円

179億5,082万円

90億6,276万円

97億1,273万円

13億8,747万円

15億6,427万円

271億3,416万円

292億2,783万円

694,383円

733,525円

377,191円

396,892円

57,746円

63,921円

1,129,319円

1,194,338円
予算額 収入済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 支出済額

■ 予算額 ■ 収入済額 ■ 予算額 ■ 支出済額

基金現在高 市民１人あたり

（家計における貯金）

一般会計

特別会計

企業会計

総額

30年度末

29年度末

30年度末

29年度末

30年度末

29年度末

30年度末

29年度末

561,601円

566,554円

69,839円

66,884円

60,300円

59,241円

691,739円

692,679円

収入率： 72.1%
執行率： 70.2%

29億1,499万円
21億307万円

20億4,495万円

収入率： 74.2%
執行率： 88.5%

84億4,476万円
62億6,217万円
74億7,045万円

134億9,358万円

138億6,472万円

16億7,801万円

16億3,678万円

14億4,883万円

14億4,974万円

166億2,042万円

169億5,124万円
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場広の報情
窓の籍戸

飛騨市ホームページでもお知らせしています 
飛騨市ホームページ http://www.city.hida.gifu.jp/ 

携帯サイト http://www.city.hida.gifu.jp/mobile/ 

QR コード 場
版ドイワ

広の報情

５ 2019年６月号

・用途廃止に関すること（①～④の手続き）
　建設課　    0577-73-3936
・売払いに関すること（⑤～⑩の手続き）　　
　管財課 　　0577-73-3741
　

お
知
ら
せ

市では、市が所有する法定外公共
物で、既に機能が喪失してしまって
いるものやその用途を廃止するこ
とができるものを売払いします。

■法定外公共物とは
　道路、河川や水路などのうち、道路法や河川法などの
法令によって管理の方法等が決められているものを法定
公共物といいますが、これに対して道路法や河川法など
が適用されないものを法定外公共物といい赤道（里道）
や青道（水路）などと呼ばれることもあります。

◎手続きは、測量および登記等が伴いますので、土地家屋調査士
へ依頼されることをお勧めします

法定外公共物の売り払いについて
募

　
　集

地図にない村「山之村高原」を走ろう！
第21回山の村だいこんマラソン大会を開催します。
標高1,000㍍のかくれた避暑地を走りませんか？
参加賞として、山之村特産「寒干し大根」と新元号「令和」を
揮毫した飛騨市出身の茂住菁邨さんが書かれた「激坂」の文
字が入ったオリジナルスポーツタオルがもらえます。

■日時　９/29（日）　開会式9:00　※雨天決行

■会場　奥飛騨山之村牧場（神岡町森茂1157）

■コース　だいこんコース　ハーフ　9：30スタート
　　　　　トマトコース　　５km　  9：50スタート
　　　　　たんぽぽコース  ３km　 10：00スタート
　　　　　※ハーフコースは日本屈指の激坂です！！

■参加費　一般（ハーフ）　　5,000円
　　　　　一般（５㎞）　　　3,000円
　　　　　小中高生　　　    1,500円
　　　　　ジョグ&ウォーク　1,500円
　　　　　幼稚園・保育園児 　500円

■申込方法　8/23（金）締切
　今年からインターネットエントリーのみとなりました
　下記アドレスからお申し込みください
　http://www.daikon-marathon.jp/
　　　　　
■その他
　給水所・コース整理のボランティアを募集しています。
お手伝いしてくださる方はぜひ事務局までご連絡くださ
い。
　※ホームページもご覧ください
　　http://www.daikon-marathon.jp/

第21回山の村だいこんマラソン大会
出場ランナー・ボランティア募集

大会実行委員会事務局
080-5492-8465

手続き 内容

① 機能確認および境界確定申請

所定の申請書に必要書類を添付して市
へ申請してください。（申請費用は無料
ですが、申請書類の作成は、申請者の
負担になります）

② 現地立会い 現地にて市と申請者で境界を確定します。

③ 用途廃止の申請

所定の申請書に求積図等の必要書類を
添付して市へ申請してください。（申請
費用は無料ですが、申請書類の作成や
測量費用は、申請者の負担になります）

④　用途廃止の決定
市が現地および書類を審査し問題なけ
れば用途廃止の決定を申請者に通知し
ます。

⑤　売払いの申請

所定の申請書に必要書類を添付して市
へ申請してください。（申請費用は無料
ですが、申請書類の作成は、申請者の
負担になります）

⑥　売払いおよび価格の決定

市が書類を審査し問題なければ市の基
準により売払い価格を決定し申請者に
通知します。

⑦　売買契約の締結
市と申請者の間で売買契約を締結しま
す。（契約に係る収入印紙代は、申請者
の負担になります）

⑧ 売払い代金の納付 市が発行する納入通知書で売払い代金
を納付して下さい。

⑨ 登記承諾書の交付
売払い代金の納入の確認ができた後、
申請者に対して市が登記承諾書を交付
します。

⑩
登記申請（⑨の登
記承諾書を登記申
請書に添付します）

申請者が自ら法務局に登記の申請をし
ていただきます。（登記に係る費用は、
申請者の負担になります）
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危機管理課 0577-62-8902

農業振興課 0577-73-7466

【放送例】
飛騨市災害対策本部からお知らせします。〇〇地区に洪水に関する警戒レベル４、避難勧告を発令します。
〇〇川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。〇〇地区の方は〇〇公民館に避難をお願いします。避難に危険を感
じる場合は、自宅の２階等の安全な場所に避難してください。

出水期（６月頃）から避難勧告等の伝え方が変わります

災害時の避難について、これからは「警戒レベル」を用いた避難情報が発令されるようになります。
警戒レベル３または４が発令されたら、速やかに避難してください。

お
知
ら
せ

市の採れたて朝市会員募集

農家の皆さんや初めて畑や田んぼをはじめた皆さんも、私たちと一緒に朝市でお米や野菜を販売してみませんか?
興味のある方は、農業振興課までご連絡ください。

募

　
　集

[古川町]　飛騨古川 三寺めぐり朝市　℡0577-73-5501
春の山菜からはじまりトマトやキュウリなどの夏野菜など四季折々の新鮮食材が並んでいま
す。総勢45人の生産者が自慢の野菜づくりに精を出しています。昨年からは「三寺米」をはじ
めるなど、県外のお客様にも飛騨産のお米や野菜をお届けし大変ご好評をいただいていま
す。

[古川町]　地場産市場 ひだ　℡0577-57-8998
国道41号に面した立地を生かし、県外各地からたくさんのお客様にご来店頂いています。新
鮮でおいしい野菜に加え、特産品や加工品など、豊富な品揃えでお客様をお待ちしておりま
す。会員数120人の中には専業農家の方もみえ、野菜作りのノウハウや品質へのこだわりを学
ぶこともできます。

[神岡町]　神岡朝市クラブ　℡0578-82-5700
神岡町の道の駅宙ドーム内にあり、地元の方はもちろん県外からの観光客にも大変ご好評を
いただいています。直売所には標高1,000メートルの高冷地で栽培された野菜も並び、ここに
しかない味わい深い野菜が楽しめます。36人の会員たちがまごころを込めたおいしい野菜づ
くりに心がけています。

警戒レベル 住民がとるべき行動 避難情報等

警戒レベル５ すでに災害が発生している状況です。
命を守る最善の行動をとりましょう。

災害発生情報
（災害を把握した場合に、可能な範囲で市が発令）

警戒レベル４
【全員避難】

速やかに避難しましょう。
避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近
くの安全な場所や、自宅の２階などに避難しま
しょう。

避難勧告
避難指示（緊急）
（市が発令）

警戒レベル３
【高齢者等は避難】

避難に時間を要する人（高齢者、障がいのある方、
乳幼児など）とその支援者は避難をしましょう。
その他の方は避難の準備を整えましょう。

避難準備・高齢者等避難開始
（市が発令）

警戒レベル２ 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避
難行動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）
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古川町保健センター 0577-73-2948

お
知
ら
せ

「まめとく健康ポイント事業」は、市民の皆さんが健康づくりに興味を持ち、健診や
生活習慣の見直し、スポーツイベントへの参加等でポイントをため、その取得ポイ
ントにより賞品と交換できる、「まめ」になって「とく」する事業です。現在、エント
リー（申し込み）を受け付け中です。個人で、ご家族で、職場の仲間で、奮ってご参
加ください。　

【参加から賞品交換までの流れ】
参加条件①　15歳以上の市内に住所がある人
　　　　　　新たに中三・フレッシュ健診が対象となりました。

■申し込み場所
　古川町保健センター、神岡町保健センター、
　河合振興事務所、宮川振興事務所

参加条件②　市内の事業所に勤務している人（市内在勤者）
　　　　　　事業所を通じてお申し込みください。

「まめとく健康ポイント事業」のエントリー受け付け中です令和元年度飛騨市やさしいま
ちづくり応援事業の２次募集

お
知
ら
せ
市営住宅入居者募集

お
知
ら
せ

市では、子どもから高齢者まですべて
の市民があんきに暮らせる、やさしい
まちづくりに対する活動を応援しま
す。

　市民自ら地域や生活の課題などに
ついて考え、皆が支え合う地域社会
の実現を目指すべく、地域福祉の推
進や、福祉のまちづくりにおける課
題解決の活動を行う団体を公募し、
審査に合格した団体に対し活動費の
一部を助成します。
　市ホームページに掲載の募集要項
を確認の上、必要書類を期限までに
地域包括ケア課まで提出してくださ
い。たくさんの応募をお待ちしてお
ります。

■募集事業
　今年度中に実施するやさしいまち
づくり事業
例（高齢者や障がい児者を支援する事
業、地域福祉ボランティア活動事業）

■募集期間
　７/９（火）まで

■提出先
　地域包括ケア課（ハートピア古川内）

地域包括ケア課
0577-73-6233

1
エントリーして
ポイントカードを
受け取る

さらに

2 3
メニューに挑戦
ポイントを
ためる

商品と交換
または寄付

ポイントをためる期間 交換日

ポイント制度の概要
必須項目

まめとくに参加した感想
健診ポイント

目標を決めてチャレンジ

ポイントを交換された人の中から、抽選で30人に1万円の商品券をプレゼント！

任意項目 ポイント以上で

1,000円分の
商品券等と交換！

＋ ＝

50
がん検診ポイント
歯科検診ポイント
イベントポイント

1,000

（12月まで）　 （来年１月）

都市整備課 ・神岡振興事務所（建設農林課基盤係）0577-73-0153 0578-82-2254

※１RC造…鉄筋コンクリート造
※　入居資格について、所得等の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください
※　個人番号の記載箇所があるため郵送での受付ができません。都市整備課または各振興事務所まで直接ご提出ください

■敷　　金　家賃の３ヵ月分
■申込期間　６/21(金)～６/28(金)　■入居予定日　８/１(木)

公募住宅 新栄町団地 サンアルプA棟 サンアルプC棟 大和団地2号棟 昭和町団地 山之村団地 打保住宅 森茂住宅
種類 特公賃 特公賃 公営 公営 地優賃 公営 特定 特定

募集戸数 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)1戸 (世帯用)2戸 (世帯用)1戸 (単身用)1戸 (単身用)3戸
所在地 古川町新栄町 神岡町殿 神岡町殿 神岡町船津 神岡町殿 神岡町森茂 宮川町打保 神岡町森茂

構造・規模 ※1 RC造
3階建

RC造
6階建

RC造
6階建

RC造
4階建

RC造
4階建

木造
2階建

木造
2階建

木造
2階建

間取り 3LDK 3LDK 2DK 3DK 2DK 2LDK 2DK 1K

家賃 入居者の所得に応じて決定
駐車場使用料、共益費別途 共益費別途
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市・県民税第１期分の
納期限

総務課 0577-73-7461

・市民保健課（市役所）　
0577-73-7464 ・税務課

・各振興事務所（税務担当）
0577-73-3742

・税務課 0577-73-3742

・税務課
・各振興事務所（税務担当）

0577-73-3742

税務課 0577-73-3742

お
知
ら
せ

■口座振替をご利用の方は、口座　
残高の確認をお願いします。
■納付書で納付される方は、最寄の
金融機関等で、納期限までに納付して
ください。

・納付書は、納税通知書と一緒に１年
分（第１～４期分）を送付します。２期
分以降の納付書は再発行しませんの
で、紛失にご注意ください。

・１年分を一括して納付される場合
は、全期の納付書のみご利用くださ
い。

・毎月給与の支払いを受けている方
は、勤務先の事業所で給与から住民
税を差し引く方法による納税ができ
ますので、事業主にご相談ください。

※神原峠線の主な停留所を一部抜粋しています
※平日のみの運行となります（土日祝・12/31～1/3運休）
※１乗車300円です

■地方税法
督促状を発した日から起算して10
日を経過した日までにその督促に
係る徴収金を完納しないときは、
滞納者の財産を差し押さえなけれ
ばならない。

　県税務職員との併任制度の活用に
より、市税・県税も含め、滞納整理の
強化を図っていきます。今一度、税等
について納め忘れがないか確認をお
願いします。

　適正かつ公正な税務事務の推進を
図るため、調査もれが生じる事のない
よう、予定を含め下記の期間に工事を
着工、完了した家屋の所有者は税務
課まで報告してください。

■対象日時
　平成31年１月２日から
　令和２年１月１日
※すでに税務課による家屋調査をさせてい
ただいた方は報告の必要はありません

市・県民税第１期分の納期限は、
７月 1 日（月）です。

家屋を新築、増築、解体
された方へ

お
知
ら
せ

市では、来年度の固定資産税に係る
新・増改築のおよび取壊し家屋の調
査を市税務職員の現地確認により随
時行っています。

【対象となる手数料】
市民保健課・税務課にて発行する各
種証明手数料（戸籍謄抄本、住民票、
印鑑証明書、所得・課税証明書、納税
証明書、名寄せ帳の写し等）
※本庁舎のみ、平日の窓口業務に限り
ます

戸籍・住民票・税証明等、市役所の
一部証明手数料を対象に「楽天 Edy」
による窓口手数料の支払いが可能と
なりました。ぜひ、ご利用ください。
飛騨市ファンクラブカードも使用で
きます。

市税等滞納における
滞納処分

お
知
ら
せ

 公平な税の推進を図るため、滞納者に
対して財産差し押さえ等の滞納処分を
行います。

神原峠線の運行
お
知
ら
せ

４月から、ひだまる柏原線を延伸し、神原峠を越えて飛騨古川駅までのバスを
試験運行しています。乗継なしで、神岡町－神原峠－飛騨古川駅の移動が可能
になり、通院、買い物、入浴施設等へのバス利用が便利になりました。ぜひ、ご
利用ください。

市役所で「楽天Edy」
による電子決済開始

お
知
ら
せ

【主要停留所の時刻表】（他の停留所の時刻は、お問い合わせください。）

神岡 ⇒ 古川 古川 ⇒ 神岡 
割石温泉 11:40 古川駅前 9:09 13:20

濃飛神岡 8:05 11:50 新栄町 9:12 13:23

市民病院 8:11 11:56 杉崎 9:14 13:25

流葉スキー場 8:33 12:18 太江公民館 9:15 13:26

山田局前 8:37 12:22 柏原Ｐ 9:29 13:40

柏原Ｐ 8:46 12:31 山田局前 9:38 13:49

太江公民館 8:57 12:42 流葉スキー場 9:42 13:53

杉崎 8:58 12:43 市民病院 10:04 14:15

新栄町 9:00 12:45 濃飛神岡 10:10 14:21

古川駅前 9:06 12:51 割石温泉 10:20

【暮らしの相談支援窓口】
■日時　平日8：30～17：15
　　　　（休み：土日・祝日・年末年始）
■場所　ハートピア古川内
　　　 　　0577-73-6233
【暮らしの出張相談室　古川】
■日時　毎週第３水曜日・第４水曜日
　　　　9：00～16：00（休み：祝日）
■場所　千代の松原公民館 
【暮らしの出張相談室　神岡】
■日時　毎週第１水曜日・第２水曜日
　　　　9：30～16：00（休み：祝日）
■場所　神岡町公民館

　 専用電話　 　070-2237-7730

※専用電話は、直接相談支援員につ 
　ながります
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岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人一人の状態
に合わせた相談と専門的な支援が受
けられるよう、必要に応じて適切な支
援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。
※支援対象者は15歳以上39歳以下
　のニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方はご相談
　ください

若者を対象とした就労相談

■日程　毎週水曜日
■時間　13:00～16:00
■場所　古川町公民館（総合会館）
　※１組50分、予約制です。下記の
　　予約先へご連絡ください福祉メディアステーション飛騨ブランチ

0577-34-1316

■神岡町ふれあいセンター
　６/22（土）、7/20（土）
　13:00～15:00

■ハートピア古川
　6/12（水）、7/3（水）
　13:30～15:30

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソ
コン相談会です。
文章入力などの基本的な指導や、視
覚や肢体の障がいに応じた入力支援
機器の相談を受け付けます。ご気軽
にご利用ください。
また、外出が困難な重度障がいの方
は訪問で対応できる場合があります
ので、お問い合わせください。

相

　
　談

地域包括ケア課
0577-73-6233

相

　
　談
飛騨市暮らしの相談窓口

就労・家計・ひきこもりなどの暮らしに
関する様々なお悩みを、一緒に解決し
ていく相談窓口です。一人で悩まずお
気軽に相談してください。

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

【神岡会場】
　7/11（木）　9：30～11：30
　場所：神岡町公民館

【古川会場】
　7/18（木）　9：00～12：00
　場所：望ほーむ
　　　（古川町金森町　踏切横）
　古川では、「ホッとするカフェ（認知
症カフェ）」を同時開催します。

「もの忘れ相談窓口」
のお知らせ

毎月１回「もの忘れ相談窓口」を開設し
ます。
「最近ちょっと物忘れをするような気
がするけれど、認知症かしら？」
「近所の人が認知症ではないかと思
うけれど、どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えて
ほしい」
などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひお気軽にご相談く
ださい。

相

　
　談

一般向けのオススメ

児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

古くから伝わる伝承農法では、化学肥
料や農薬は用いられず、自然のしくみが
上手に活用されています。こうした農法
を科学的に解説しながら、畑の耕し方、
土作り、コンパニオンプランツ、病害虫
の駆除、種採りまで、家庭菜園で必要と
思われる技術を網羅しています。

木嶋　利男／著　講談社

ロビン　ショー／著　せな　あいこ／訳　評論社

パパと散歩する道にはふしぎがいっぱ
い。ワニがいたり、キョウリュウがいた
り、ねむりひめのお城があったり。いち
ばんの楽しみは道の先にある素敵な絵
本カフェ！本が大好きな女の子とパパ
の、幸せで心があたたかくなる物語で
す。

『まほうのさんぽみち』

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

『伝承農法を活かす　　　　
　　　　　家庭菜園の科学』

相

　
　談
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市民保健課（市役所）
0577-73-7464

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

農業振興課
0577-73-7466 環境課 0577-73-7482 総合政策課 0577-73-6558

おくやみワンストップ窓口
の開設

お
知
ら
せ

　これまで、市役所、西庁舎（図書
館）、ハートピア古川で行っていたお
亡くなりになった後のさまざまな手続
きを、専用窓口ですることができま
す。（手続きの内容によっては、一度
で終わらない場合があります）
　ご遺族様へは、手続きに必要な持
ち物等について、案内文書を送付し
ますので、案内文書が届きましたら
「おくやみワンストップ窓口」までお
越しください。
※窓口の混雑状況により多少お待た
せすることがあります

■時間　月曜日から金曜日の平日
　　　　8：30～17：15
　　　　（祝日・年末年始は除く）
■場所　市役所１階　市民保健課
　　　　保険年金係カウンター

市役所１階に「おくやみワンストッ
プ窓口」を設置しました。

児童手当現況届
お
知
ら
せ

■申請期間　６/28（金）まで
■受付時間　8:30 ～17:15
■申請場所　市役所・各振興事務所
※原則、住所地の事務所で手続きく
ださい
■休日窓口開設日時
　６/16（日）　9:00 ～12:00
■開設場所
　市役所・神岡振興事務所
　※河合・宮川地区の方は、市役所
　　（本庁）をご利用ください
■その他
・お住まいの地域以外で手続きをさ
　れる場合は、事前に市民保健課まで
　ご連絡ください。
・現況届等の案内が届いていないな
　ど、ご不明な点はお問い合わせくだ
　さい。
・マイナポータルからの手続き方法は
　お問い合せください。

現在、児童手当受給資格者を対象に
現況届を受け付けています。
まだ手続きを行っていない方は、早
めの手続きにご協力ください。

国民健康保険人間ドック
受診費用の助成

お
知
ら
せ

■対象　次のすべてに該当する飛騨
　　　　市国民健康保険加入者
・満年齢が35歳以上であること
 （受診日現在）
・国民健康保険料を完納していること
・同一年度内に特定検診を受診して
　いないこと
・人間ドックの検査結果を市に提供
　できること
・検査結果により特定保健指導の対
　象となるときは、市保健師による
　指導を受けること
■助成金額　16,000円
■申込・受診期限　２/28（金）
■対象医療機関
　飛騨市内の医療機関
※助成を受けるには、受診前に市民
保健課（本庁）または各振興事務所
国保担当への申請が必要です。

飛騨市国民健康保険では、加入者を
対象に人間ドック受診費用の助成を
行っています。

松ヶ丘公園斎場の
新待合室完成

お
知
ら
せ

　新待合室は玄関に手摺とスロープ
を設置しました。
　トイレは間口を広くし、手摺を設置
するなど車椅子の方も安心してご利
用いただけるようにバリアフリー化し
ました。

神岡町麻生野にある松ヶ丘公園斎場
の待合室が新しくなりました。

農業振興地域農用地区域
の除外

お
知
ら
せ

■申請受付期間
　７/16（火）～８/16（金）厳守
※１年を通じてこの期間以外は、除外
申請ができませんのでご注意ください
※申請により必ず除外されるもので
はありませんので、ご不明な点はお早
めにご相談ください

市では、農業振興地域農用地区域か
ら除外する申請を受け付けます。
農業振興地域の農用地区域に設定さ
れている農地を転用するためには、
農用地区域から除外したうえで、転
用申請を行う必要があります。

電源立地地域対策交付
金を活用しました

お
知
ら
せ

　市内には下小鳥ダムをはじめ19もの
発電所が立地しており、全国でも有数
の水力エネルギー資源を有しています。
　平成30年度は交付金88,005千円を
消防署の運営事業に活用し、安全で安
心な暮らしの実現に努めました。

電源立地地域対策交付金は発電用施
設の周辺地域に対し、公共施設の整
備や福祉の向上を図るために交付さ
れます。
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古川町保健センター
0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948

「ふりーすぺーす」専用直通電話　
070-2236-9396

飛騨市歯周病検診 献血にご協力を

ふりーすぺーす「まあ、いっか」
「精神的に生きづらさを感じている
人」の７、８名による交流会

■対象者　市内にお住まいの方
■開設日　毎月第１水曜・第３土曜
　　　　　　13：30～16：00
■会場　千代の松原公民館

ふりーすぺーす「ミニ」
「精神的に生きづらさを感じている
人」の１、２名による交流会

■対象者　市内にお住まいの方
■開設日　未定（期日・時間を相談
　　　　　の上決定）
■会場　未定（神岡・河合・宮川・
　　　　古川等、相談の上決定）

ふりーすぺーす「すいっち」
「今からでも学びたい」という気持
ちになったの人の学習の場

■対象者　市内にお住まいの義務
　　　　　教育修了後の方
■開設日　毎月の第１・第３水曜　
　　　　　　19：00～20：30
■会場　古川町公民館（総合会館）

ふりーすぺーす「そのまんま」
「精神的に生きづらさを感じている
人」の親の交流会

■対象者　市内にお住まいの方
■開催日　毎月の第２水曜　
　　　　　19：00～20：30
■会場　古川町公民館（総合会館）

飛騨市発達支援センターでは、次の
ような４種類の「ふりーすぺーす」を
開設しています。「精神的な生きづら
さを感じている人やその家族」「今か
らでも学びたいと思っていても、どう
していいか分からない人」など、それ
ぞれの不安を共有するための居場所
です。お気軽にお問い合わせくださ
い。

お
知
ら
せ

●７月の献血予定日
▶７/10（水）　12：00～13：00
　(株)喜多村　古川工場
▶７/12（金）　14：00～16：00
　飛騨市役所（400ml限定）

●400ｍL献血にご協力ください！
　一人ひとりの血液は、たとえ血液
型が同じでも微妙に違っています。
このため複数の献血者からの血液を
あわせて一人の患者に輸血するほ
ど、副作用（発熱、発疹など）発生の可
能性が高くなります。
　400ｍL献血は200ｍL献血に比べ
て献血量が多いことから、少ない献
血者からの輸血を可能にし、安全性
を向上させる献血方法と言えます。
　日本赤十字社では、献血基準を満
たした方、問診に適した方に輸血時
の安全性を高める400ｍL献血のご
協力をお願いしています。

古川町保健センター
0577-73-2948

飛騨市美術館
0577-73-3288

毎年６月は食育月間
毎月19日は食育の日

お
知
ら
せ

　「１日３食きちんと食べる」「家族そ
ろって食事をする」「家族一緒に料理
をする」「感謝して食事をいただく」
「地元産の食材を選ぶ」、このようなこ
とが「食育」につながります。
　この機会にできることから始めて
みませんか？

生涯にわたって健全な食生活を送る
ことができる人を育てる取り組みが

「食育」です。

大判カメラ・八つの景「山
中和紙で魅せる風景写真」

お
知
ら
せ

■期間　７/４（木）～８/25（日）
■休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）
■時間　9：00～17：00
　　　　　（入館は16：30まで）
■場所　飛騨市美術館
■入館料　
　大人200円、高校生以下無料
※家族ミュージアムの日として、
　７/21（日）・８/18（日）は入館無料

講演会
「誰も知らない　山中和紙のふしぎ
な世界」
■日時　７/7（日）　14：00～　
　　　※申込不要
■講師　山中和紙職人　長尾隆司氏
■場所　飛騨市美術館
■参加費　無料（入館料必要）

大判カメラで撮影し、和紙にプリント
する写真家 村田彰の作品展。移り行
く飛騨の四季の美しさを、飛騨市伝統
の山中和紙に写し出します。

お
知
ら
せ

飛騨市４つの
「ふりーすぺーす」

お
知
ら
せ

令和元年度に 40 歳・50 歳・60 歳・
70 歳になられる方には、歯周病検診
票を送付しました。
期限は２/29（土）までですが、早めの
受診をおすすめします。
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0577-73-2948

古川町保健センター
0577-73-2948
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070-2236-9396

飛騨市歯周病検診 献血にご協力を

ふりーすぺーす「まあ、いっか」
「精神的に生きづらさを感じている
人」の７、８名による交流会

■対象者　市内にお住まいの方
■開設日　毎月第１水曜・第３土曜
　　　　　　13：30～16：00
■会場　千代の松原公民館

ふりーすぺーす「ミニ」
「精神的に生きづらさを感じている
人」の１、２名による交流会

■対象者　市内にお住まいの方
■開設日　未定（期日・時間を相談
　　　　　の上決定）
■会場　未定（神岡・河合・宮川・
　　　　古川等、相談の上決定）

ふりーすぺーす「すいっち」
「今からでも学びたい」という気持
ちになったの人の学習の場

■対象者　市内にお住まいの義務
　　　　　教育修了後の方
■開設日　毎月の第１・第３水曜　
　　　　　　19：00～20：30
■会場　古川町公民館（総合会館）

ふりーすぺーす「そのまんま」
「精神的に生きづらさを感じている
人」の親の交流会

■対象者　市内にお住まいの方
■開催日　毎月の第２水曜　
　　　　　19：00～20：30
■会場　古川町公民館（総合会館）

飛騨市発達支援センターでは、次の
ような４種類の「ふりーすぺーす」を
開設しています。「精神的な生きづら
さを感じている人やその家族」「今か
らでも学びたいと思っていても、どう
していいか分からない人」など、それ
ぞれの不安を共有するための居場所
です。お気軽にお問い合わせくださ
い。

お
知
ら
せ

●７月の献血予定日
▶７/10（水）　12：00～13：00
　(株)喜多村　古川工場
▶７/12（金）　14：00～16：00
　飛騨市役所（400ml限定）

●400ｍL献血にご協力ください！
　一人ひとりの血液は、たとえ血液
型が同じでも微妙に違っています。
このため複数の献血者からの血液を
あわせて一人の患者に輸血するほ
ど、副作用（発熱、発疹など）発生の可
能性が高くなります。
　400ｍL献血は200ｍL献血に比べ
て献血量が多いことから、少ない献
血者からの輸血を可能にし、安全性
を向上させる献血方法と言えます。
　日本赤十字社では、献血基準を満
たした方、問診に適した方に輸血時
の安全性を高める400ｍL献血のご
協力をお願いしています。

古川町保健センター
0577-73-2948

飛騨市美術館
0577-73-3288

毎年６月は食育月間
毎月19日は食育の日

お
知
ら
せ

　「１日３食きちんと食べる」「家族そ
ろって食事をする」「家族一緒に料理
をする」「感謝して食事をいただく」
「地元産の食材を選ぶ」、このようなこ
とが「食育」につながります。
　この機会にできることから始めて
みませんか？

生涯にわたって健全な食生活を送る
ことができる人を育てる取り組みが

「食育」です。

大判カメラ・八つの景「山
中和紙で魅せる風景写真」

お
知
ら
せ

■期間　７/４（木）～８/25（日）
■休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）
■時間　9：00～17：00
　　　　　（入館は16：30まで）
■場所　飛騨市美術館
■入館料　
　大人200円、高校生以下無料
※家族ミュージアムの日として、
　７/21（日）・８/18（日）は入館無料

講演会
「誰も知らない　山中和紙のふしぎ
な世界」
■日時　７/7（日）　14：00～　
　　　※申込不要
■講師　山中和紙職人　長尾隆司氏
■場所　飛騨市美術館
■参加費　無料（入館料必要）

大判カメラで撮影し、和紙にプリント
する写真家 村田彰の作品展。移り行
く飛騨の四季の美しさを、飛騨市伝統
の山中和紙に写し出します。

お
知
ら
せ

飛騨市４つの
「ふりーすぺーす」

お
知
ら
せ

令和元年度に 40 歳・50 歳・60 歳・
70 歳になられる方には、歯周病検診
票を送付しました。
期限は２/29（土）までですが、早めの
受診をおすすめします。

　

場
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（一社）飛騨市観光協会
0577-74-1192 文化振興課 0577-73-7496

文化振興課 0577-73-7496

■講師　屋嘉部正人氏

■日時　8/10（土）　10:00～正午

■場所　飛騨市文化交流センター

■定員　100人

■参加費　100円（当日徴収）

■対象　５歳～大人
※５歳～小学２年生は、必ず保護者同
伴でお申し込みください。小学３年生
以上はお子さまだけで参加可能です

■実施期間　
　７/１（月）～９/30（月）
　（グッズがなくなり次第終了）

■入手方法
①特製クリアファイル
高原郷土館と江馬館の共通入館券を
購入された方にプレゼント。

②特製オペラグラス
条件①を満たした上で江馬館の庭園
や会所内部の写真を撮影し、インスタ
グラムに特定のハッシュタグ３種（「#
江馬館」「＃名勝庭園」「#飛騨市の文化
財」）をすべて付けて投稿した方にプ
レゼント。（名勝庭園の鑑賞や山城探
訪に使えます）

朝霧の森コース
■日時　６/22（土）、７/６（土）、
　　　　７/20（土）　8：30～
■場所　黒内屋内運動場駐車場
　　　　（古川町黒内）に集合

森林公園コース
■日時　６/29（土）、７/13（土）、
　　　　７/27（土）　8：30～
■場所　飛騨市森林公園駐車場
　　　　（古川町信包）に集合

■参加料　１人500円
■定　員　各回15人
■持ち物
　運動しやすい服装、雨具、飲料水

0577-73-3288

0577-73-3288

遺跡で工事等を行う場合は
届出が必要です

お
知
ら
せ

■講師　佐藤茂明氏

■日時　全６回　9：00～正午
　７/21（日）、７/28（日）、
　８/４（日）、８/11（日）、
　８/18（日）、８/25（日）

■場所　古川郷土民芸会館

■定員　15人（要申込、申込多数
　　　　の場合は抽選。参加無料）

■対象　小学生～高校生

遺跡内で、建築工事などを行う際には、
文化財保護法による届出が必要です。
制度についてご理解をお願いします。
なお、届出の様式や遺跡の範囲を明示
した遺跡地図は、飛騨市ホームページ
から閲覧できます。
（⇒「飛騨市　埋蔵文化財」で検索）

こども美術教室
お
知
ら
せ

絵を描くことが大好きなあなたを応援
します。夏休みの作品作りにもオスス
メです。ぜひご参加ください。

神岡の歴史に触れながら限
定グッズを手に入れよう！

飛騨クアオルト健康ウオー
キング開催

お
知
ら
せ

この夏、神岡町の「史跡江馬氏館跡公
園」「高原郷土館（神岡城）」を訪れた
方に限定グッズをプレゼントするキャ
ンペーンを行います。この機会にぜひ
ご来館ください。

お
知
ら
せ

■実施日
　６/30（日）、７/27（土）、10/６（日）、
　12/１（日）、１/26（日）
■募集人数　10人程度
■受講料　6,000円

　その他詳細については、北ひだの
森を歩こうHPをご覧ください。
http://www.hidamoriaruki.com

６・７月のウオーキングの予定

「北ひだの森」ガイド養成講座を開催
します。飛騨の自然の豊かさを伝える
第一歩として、ぜひご受講ください。

「北ひだの森」ガイド養成
講座の開催

１万個の紙コップでアート
しよう！

お
知
ら
せ

～一人じゃできない、
みんなの想いが紙コップでつながる！～
かいて・ならべて・つんで・くずして・
つなげて・夏の最高の思い出を作ろう！

飛騨市美術館

飛騨市美術館

飛騨クアオルト健康ウオーキング事務局
0577-62-8030

お
知
ら
せ
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市民保健課（市役所）
0577-73-7464

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

市民保健課（市役所）
0577-73-7464

農業振興課
0577-73-7466 環境課 0577-73-7482 総合政策課 0577-73-6558

おくやみワンストップ窓口
の開設

お
知
ら
せ

　これまで、市役所、西庁舎（図書
館）、ハートピア古川で行っていたお
亡くなりになった後のさまざまな手続
きを、専用窓口ですることができま
す。（手続きの内容によっては、一度
で終わらない場合があります）
　ご遺族様へは、手続きに必要な持
ち物等について、案内文書を送付し
ますので、案内文書が届きましたら
「おくやみワンストップ窓口」までお
越しください。
※窓口の混雑状況により多少お待た
せすることがあります

■時間　月曜日から金曜日の平日
　　　　8：30～17：15
　　　　（祝日・年末年始は除く）
■場所　市役所１階　市民保健課
　　　　保険年金係カウンター

市役所１階に「おくやみワンストッ
プ窓口」を設置しました。

児童手当現況届
お
知
ら
せ

■申請期間　６/28（金）まで
■受付時間　8:30 ～17:15
■申請場所　市役所・各振興事務所
※原則、住所地の事務所で手続きく
ださい
■休日窓口開設日時
　６/16（日）　9:00 ～12:00
■開設場所
　市役所・神岡振興事務所
　※河合・宮川地区の方は、市役所
　　（本庁）をご利用ください
■その他
・お住まいの地域以外で手続きをさ
　れる場合は、事前に市民保健課まで
　ご連絡ください。
・現況届等の案内が届いていないな
　ど、ご不明な点はお問い合わせくだ
　さい。
・マイナポータルからの手続き方法は
　お問い合せください。

現在、児童手当受給資格者を対象に
現況届を受け付けています。
まだ手続きを行っていない方は、早
めの手続きにご協力ください。

国民健康保険人間ドック
受診費用の助成

お
知
ら
せ

■対象　次のすべてに該当する飛騨
　　　　市国民健康保険加入者
・満年齢が35歳以上であること
 （受診日現在）
・国民健康保険料を完納していること
・同一年度内に特定検診を受診して
　いないこと
・人間ドックの検査結果を市に提供
　できること
・検査結果により特定保健指導の対
　象となるときは、市保健師による
　指導を受けること
■助成金額　16,000円
■申込・受診期限　２/28（金）
■対象医療機関
　飛騨市内の医療機関
※助成を受けるには、受診前に市民
保健課（本庁）または各振興事務所
国保担当への申請が必要です。

飛騨市国民健康保険では、加入者を
対象に人間ドック受診費用の助成を
行っています。

松ヶ丘公園斎場の
新待合室完成

お
知
ら
せ

　新待合室は玄関に手摺とスロープ
を設置しました。
　トイレは間口を広くし、手摺を設置
するなど車椅子の方も安心してご利
用いただけるようにバリアフリー化し
ました。

神岡町麻生野にある松ヶ丘公園斎場
の待合室が新しくなりました。

農業振興地域農用地区域
の除外

お
知
ら
せ

■申請受付期間
　７/16（火）～８/16（金）厳守
※１年を通じてこの期間以外は、除外
申請ができませんのでご注意ください
※申請により必ず除外されるもので
はありませんので、ご不明な点はお早
めにご相談ください

市では、農業振興地域農用地区域か
ら除外する申請を受け付けます。
農業振興地域の農用地区域に設定さ
れている農地を転用するためには、
農用地区域から除外したうえで、転
用申請を行う必要があります。

電源立地地域対策交付
金を活用しました

お
知
ら
せ

　市内には下小鳥ダムをはじめ19もの
発電所が立地しており、全国でも有数
の水力エネルギー資源を有しています。
　平成30年度は交付金88,005千円を
消防署の運営事業に活用し、安全で安
心な暮らしの実現に努めました。

電源立地地域対策交付金は発電用施
設の周辺地域に対し、公共施設の整
備や福祉の向上を図るために交付さ
れます。

■雇用期間
７/５（金）～７/27（土）
※選挙期日により7/5（金）～7/20

（土）または7/12（金）～7/27（土）の
いずれか
■勤務先　
　市役所または各町振興事務所
■賃金/応募資格/勤務時間
　時給825円（応募資格特になし）
① 8：30～17：15（1時間昼休み）
②17：15～20：00
③ 8：30～20：00
　（1時間30分　昼・夕休み）
■応募方法/申込期限/選考方法
　市販の履歴書に必要事項を記入し、
７/１（月）までに提出または郵送により
応募してください。書類選考の上、７/２

（火）に面接試験を実施予定です。
■郵送先
　〒509-4292　古川町本町2-22　
　飛騨市選挙管理委員会

■日時　７/３（水）　10：00～15：00
　　　　（12：00～13：00は除く）
■場所　飛騨市役所
※予約優先のため、ご相談を希望さ
　れる方は事前にご連絡ください

わか
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ハローワーク出張相談
相

　
　談

市内において、ハローワークの相談員
による職業相談窓口を開設します。
お気軽にお問い合わせください。

■相談内容
・求人情報の提供
・就職に関する相談
・職業紹介
・シルバー人材センターに関する相談
■日時　7/17（水）  11:00～15:00
■場所　古川町公民館（総合会館）

飛騨市選挙管理委員会
0577-73-7461

第25回参議院議員通常選挙
期日前事務従事者の募集

ノルディックウォーキング
公認指導者募集

市選挙管理委員会では第25回参議
院議員通常選挙の期日前投票事務従
事者を募集します。

相

　
　談

■古川会場　古川町商工会
　７/１（月）、２（火）、18（水）、19（木）
　 10:00 ～12:00　13:00 ～17:00
■神岡会場　神岡商工会議所
　７/17（水） 13:00 ～17:00

飛騨市ビジネスサポート
センターの開設

市では、売上拡大、販路拡大、経営改
善など、経営上のあらゆる
お悩みの相談に対応するビジネスサ
ポートセンターを開設します。
ぜひご活用ください。(要予約）

相

　
　談

消費生活相談員
による無料相談

専門の消費生活相談員が消費生活に
かかる相談を受け付けます。お気軽
にご相談ください。

相

　
　談

岐阜県住宅供給公社業務課業務室
0584-81-8502

■所在地
　古川町上野字清水（花もも団地東側）
■募集物件
　1,834.30㎡（約555坪）
■募集価格
　25,600,000円
■用途等
　・都市計画区域内（無指定）
　・建ぺい率60％、容積率200％
　・市上下水道、プロパン集中供給等

「サニーハイツ花もも」
店舗用地分譲のご案内

岐阜県住宅供給公社では、国道41号
沿いで店舗用地の分譲募集を行って
います。今回、大幅に値下げしまし
た。

募

　
　集

市では、ノルディックウォーキング公認
指導者を募集しており、資格取得にか
かる費用のうち2万円を補助します。
公認指導者はノルディックウォーキン
グの指導や普及活動に従事できるだけ
でなく、実績に応じて本部了承のもと
オピニオリーダーの育成もできます。
資格を取得して、皆さんも公認指導者
として活躍しませんか？
■取得資格名

（社）全日本ノルディック・ウォーク連盟
公認指導員
■講習会日程　
　７/27（土）、28（日）
　10：00～14：30　
　※資格の取得には２日間の受講が
必要です
■講習会会場　千代の松原公民館
※申込みの締め切りは７/12（金）まで

募

　
　集

総務課 0577-73-7461

0577-62-8030

0577-73-2624

ハローワーク高山 0577-32-1144
飛騨市シルバー人材センター 0577-73-7386

古川会場　古川町商工会

0577-62-8901
神岡会場　商工課

スポーツ振興課

JR高山本線

飛騨市役所

古川中学校
古川西小学校

←宮川

国道41号

鮎之瀬橋

JAひだ農業
管理センター

新鮎之瀬橋 宮城橋

新蛤橋

至高山至富山 県道古川・国府線

サニーハイツ

花もも

杉崎駅 飛騨古川駅

岐阜県行政書士会
058-263-6580

■日時　7/10（水） 13：00～16：00
■会場　飛騨市役所
※予約優先のため、ご相談を希望さ
　れる方は事前にご連絡ください

行政書士による無料相談

行政書士が相続・遺言手続から各種
許認可や権利義務関係手続などの相
談を受け付けます。

相

　
　談



【暮らしの相談支援窓口】
■日時　平日8：30～17：15
　　　　（休み：土日・祝日・年末年始）
■場所　ハートピア古川内
　　　 　　0577-73-6233
【暮らしの出張相談室　古川】
■日時　毎週第３水曜日・第４水曜日
　　　　9：00～16：00（休み：祝日）
■場所　千代の松原公民館 
【暮らしの出張相談室　神岡】
■日時　毎週第１水曜日・第２水曜日
　　　　9：30～16：00（休み：祝日）
■場所　神岡町公民館

　 専用電話　 　070-2237-7730

※専用電話は、直接相談支援員につ 
　ながります

場
版らわか

広の報情

13 2019年６月号

岐阜県若者サポートステーション
　 058-216-0125

就活に踏み出せない、うまくいかない
理由はなんだろうとお悩みの方のサ
ポートを行っています。一人一人の状態
に合わせた相談と専門的な支援が受
けられるよう、必要に応じて適切な支
援機関や団体等も紹介します。
お気軽にお問い合わせください。
※支援対象者は15歳以上39歳以下
　のニート状態の若年者とその保護者
※出張相談を希望される方はご相談
　ください

若者を対象とした就労相談

■日程　毎週水曜日
■時間　13:00～16:00
■場所　古川町公民館（総合会館）
　※１組50分、予約制です。下記の
　　予約先へご連絡ください福祉メディアステーション飛騨ブランチ

0577-34-1316

■神岡町ふれあいセンター
　６/22（土）、7/20（土）
　13:00～15:00

■ハートピア古川
　6/12（水）、7/3（水）
　13:30～15:30

障がいのある方を対象
としたパソコン相談会

身体の不自由な方を対象としたパソ
コン相談会です。
文章入力などの基本的な指導や、視
覚や肢体の障がいに応じた入力支援
機器の相談を受け付けます。ご気軽
にご利用ください。
また、外出が困難な重度障がいの方
は訪問で対応できる場合があります
ので、お問い合わせください。
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地域包括ケア課
0577-73-6233

相

　
　談
飛騨市暮らしの相談窓口

就労・家計・ひきこもりなどの暮らしに
関する様々なお悩みを、一緒に解決し
ていく相談窓口です。一人で悩まずお
気軽に相談してください。

神岡窓口
0578-82-1456

飛騨市地域包括支援センター
認知症地域支援推進員
0577-73-6233

【神岡会場】
　7/11（木）　9：30～11：30
　場所：神岡町公民館

【古川会場】
　7/18（木）　9：00～12：00
　場所：望ほーむ
　　　（古川町金森町　踏切横）
　古川では、「ホッとするカフェ（認知
症カフェ）」を同時開催します。

「もの忘れ相談窓口」
のお知らせ

毎月１回「もの忘れ相談窓口」を開設し
ます。
「最近ちょっと物忘れをするような気
がするけれど、認知症かしら？」
「近所の人が認知症ではないかと思
うけれど、どう対応したらいいの？」
「認知症の人の介護について教えて
ほしい」
などのご相談を、認知症地域支援推
進員が受け、ご本人やご家族、地域の
方が安心して生活できるようにお手
伝いします。ぜひお気軽にご相談く
ださい。
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一般向けのオススメ

児童向けのオススメ

図 書 館 に お い で よ

新着図書ピックアップ

古くから伝わる伝承農法では、化学肥
料や農薬は用いられず、自然のしくみが
上手に活用されています。こうした農法
を科学的に解説しながら、畑の耕し方、
土作り、コンパニオンプランツ、病害虫
の駆除、種採りまで、家庭菜園で必要と
思われる技術を網羅しています。

木嶋　利男／著　講談社

ロビン　ショー／著　せな　あいこ／訳　評論社

パパと散歩する道にはふしぎがいっぱ
い。ワニがいたり、キョウリュウがいた
り、ねむりひめのお城があったり。いち
ばんの楽しみは道の先にある素敵な絵
本カフェ！本が大好きな女の子とパパ
の、幸せで心があたたかくなる物語で
す。

『まほうのさんぽみち』

飛騨市図書館
0577-73-5600
http://hida-lib.jp

『伝承農法を活かす　　　　
　　　　　家庭菜園の科学』
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